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02財契第A435号 02丹支第204号 3-84　桑洞用水路他災害復旧工事
高山市丹生川町
駄吉地内

㈱ワタセ 3,080,000 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和3年7月1日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A 1号 03水上第20号 市道糠塚2号線配水管布設替工事
高山市国府町
糖塚地内

㈲森本配管工事店 2,035,000 令和3年4月14日 令和3年6月25日 令和3年7月5日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A347号 02建維第215号 公共道災　市道大島滝線他災害復旧工事 高山市滝町地内 ㈱技翔 14,523,300 令和3年2月16日 令和3年8月31日 令和3年7月7日 簡便型 土木系工事一般 77

02財契第A310号 02丹支第163号 公共河災　普通河川小木曽谷川災害復旧工事
高山市丹生川町
大萱地内

㈱塩屋建設工業 6,930,000 令和3年2月2日 令和3年6月30日 令和3年7月7日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A514号 02丹支第214号 3-27 殿垣内水路災害復旧工事
高山市丹生川町
法力地内

㈲芦谷土建 12,690,700 令和3年3月23日 令和4年3月18日 令和3年7月7日 簡便型 土木系工事一般 77

02財契第A 345号 02建維第213号 公共道災　市道岩井坊方線災害復旧工事 高山市岩井町地内 ㈲中家組 5,830,000 令和3年2月16日 令和3年6月30日 令和3年7月8日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A348号 02建維第216号 公共道災　市道岩井２号線災害復旧工事 高山市岩井町地内 ㈲光永 16,052,300 令和3年2月16日 令和3年7月30日 令和3年7月9日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A573号 02国支第143号 市道上井線他側溝修繕工事
高山市国府町
三川地内

川端土建㈱ 3,795,000 令和3年3月26日 令和3年6月30日 令和3年7月9日 小規模型 土木系工事一般 76

02財契第A314号 02丹支第167号 公共道災　市道北方国府線災害復旧工事
高山市丹生川町
下保地内

㈱ワタセ 10,576,500 令和3年2月9日 令和3年6月30日 令和3年7月12日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A313号 02丹支第166号 公共道災　市道瓜田４号線災害復旧工事
高山市丹生川町
瓜田地内

㈱ワタセ 8,737,300 令和3年2月2日 令和3年6月30日 令和3年7月12日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A377号 02久支第123号 3-51　橋場下島用水路災害復旧工事
高山市久々野町
無数河地内

㈲山下土建 6,160,000 令和3年2月24日 令和4年3月18日 令和3年7月13日 簡便型 土木系工事一般 73

02財契第A 343号 2上支第134号 公共道災　市道明ヶ谷線災害復旧工事
高山市上宝町
蔵柱地内

森本建設㈱ 8,521,700 令和3年2月9日 令和3年7月9日 令和3年7月14日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A 344号 2上支第135号 公共河災　普通河川見坂谷川災害復旧工事
高山市上宝町
蔵柱地内

和仁建設㈱ 9,130,000 令和3年2月9日 令和3年7月9日 令和3年7月14日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A392号 02農務第69号 3-29　鍛冶ヶ洞団地農道災害復旧工事 高山市江名子町地内 ㈲丸勇建設 4,614,500 令和3年2月17日 令和3年12月17日 令和3年7月15日 小規模型 土木系工事一般 74

02財契第A462号 02丹支第196号 103-52　羽根農地災害復旧工事
高山市丹生川町
大萱地内

道下建設㈱ 1,540,000 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和3年7月19日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A76号 03建維第29号 市道苧生茂線（苧生茂橋）応急本復旧工事
高山市上宝町
葛山地内

蒲田建設㈱ 6,397,600 令和3年5月25日 令和3年7月20日 令和3年7月19日 簡便型 土木系工事一般 77

02財契第A 338号 02上支第129号 公共道災　市道平湯餌掛線災害復旧工事
高山市奥飛騨温泉郷
一重ケ根地内

㈱中林工務店 11,447,700 令和3年2月9日 令和3年7月30日 令和3年7月20日 簡便型 土木系工事一般 72

02財契第A 339号 02上支第130号 公共河災　普通河川ヒル谷川災害復旧工事
高山市奥飛騨温泉郷
中尾地内

㈱金岡建設 13,079,000 令和3年2月9日 令和3年7月30日 令和3年7月20日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A 342号 02上支第133号 公共道災　市道上宝丹生川線災害復旧工事
高山市上宝町
在家地内

宝興建設㈱ 6,526,300 令和3年2月9日 令和3年7月9日 令和3年7月20日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A 464号 02上支第143号 103-60　野林農地災害復旧工事
高山市上宝町
蔵柱地内

㈲下仲組 3,084,400 令和3年3月1日 令和4年3月18日 令和3年7月20日 小規模型 土木系工事一般 75

02財契第A 546号 02朝支第85号 103-49 阪下農地災害復旧工事
高山市朝日町
桑之島地内

㈱水口土建 2,420,000 令和3年3月18日 令和4年3月18日 令和3年7月21日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A 498号 02朝支第77号 3-61　宮之前団地農道災害復旧工事
高山市朝日町
宮之前地内

㈲中田土建 10,780,000 令和3年3月16日 令和4年3月18日 令和3年7月21日 簡便型 土木系工事一般 75

03財契第A14号 03荘支第16号 市道六厩桐ヶ洞線側溝修繕工事
高山市荘川町
六厩地内

橋本建設㈱ 3,521,100 令和3年4月26日 令和3年8月31日 令和3年7月27日 小規模型 土木系工事一般 77

03財契第A15号 03荘支第17号 市道宮谷線道路修繕工事
高山市荘川町
新渕地内

森建設㈱ 2,530,000 令和3年4月26日 令和3年8月31日 令和3年7月27日 小規模型 土木系工事一般 74
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03財契第A19号 03水上第27号 市道石浦70号線配水管布設替工事
高山市石浦町
9丁目地内

㈱アクアテック 2,839,100 令和3年5月19日 令和3年8月31日 令和3年8月2日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A 26号 03宮支第24号 市道石原1号線側溝修繕工事
高山市一之宮町
一之宮上地内

㈲田中建設 2,451,900 令和3年5月27日 令和3年9月30日 令和3年8月3日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A360号 02久支第117号 公共林災　林道無数河線災害復旧工事
高山市久々野町
無数河地内

㈲島田組 5,720,000 令和3年2月16日 令和3年8月31日 令和3年8月10日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A466号 02上支第140号 公共林災　林道吉野線災害復旧工事
高山市上宝町
吉野地内

宝興建設㈱ 3,743,300 令和3年3月1日 令和4年3月18日 令和3年8月10日 小規模型 土木系工事一般 76

03財契第A16号 03荘支第19号 市道平頭町屋線舗装修繕工事
高山市荘川町
町屋地内

橋本建設㈱ 3,300,000 令和3年4月26日 令和3年8月31日 令和3年8月11日 小規模型 土木系工事一般 76

02財契第A566号 02久支第115号 公共林災　林道舟山～牛牧線災害復旧工事
高山市久々野町
無数河地内

ナガイ㈱ 33,895,400 令和3年3月30日 令和4年3月18日 令和3年8月24日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A368号 02清支第98号 公共林災　林道押谷線災害復旧工事
高山市清見町
巣野俣地内

㈲梅地土建 5,046,800 令和3年2月24日 令和3年7月16日 令和3年8月26日 簡便型 土木系工事一般 71

03財契第A 30号 03水上第33号 国道158号（小野地区）道路災害復旧工事に伴う配水管布設替工事
高山市丹生川町
小野地内

㈲こがいと設備 1,925,000 令和3年6月9日 令和3年10月26日 令和3年8月27日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A27号 03宮支第26号 市道野添・上流線舗装修繕工事
高山市一之宮町
洞下地内

㈲野口土建 2,970,000 令和3年5月27日 令和3年9月30日 令和3年8月31日 小規模型 土木系工事一般 74
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02財契第A336号 02建維第211号 公共道災　市道岩井9号線他復旧工事 高山市岩井町地内他 ㈲マウス技建 18,521,800 令和3年2月16日 令和3年8月31日 令和3年9月3日 簡便型 土木系工事一般 68

02財契第A399号 02宮支第72号 3-45 段用水路　災害復旧工事
高山市一之宮町
段地内

㈲稲子土建 1,375,000 令和3年2月16日 令和3年12月7日 令和3年9月6日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A456号 02丹支第190号 103-35 瀬上農地他　災害復旧工事
高山市丹生川町
法力地内

㈱ タナカ技建 4,772,900 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和3年9月6日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A25号 03宮支第23号 市道 駅前・山腰線 側溝修繕工事
高山市一之宮町
山下中地内

㈲山下土建 2,475,000 令和3年5月27日 令和3年9月30日 令和3年9月6日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A86号 03高支第28号 野麦オートビレッジ給湯器取替工事
高山市高根町
野麦地内

㈱岩佐鐵工所 3,850,000 令和3年6月30日 令和3年8月31日 令和3年9月7日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 75

02財契第A326号 02朝支第58号 公共道災　市道西洞線他災害復旧工事（その3）
高山市朝日町
西洞地内

東成土木㈱ 22,737,000 令和3年2月9日 令和3年8月27日 令和3年9月8日 簡便型 土木系工事一般 75

02財契第A407号 02朝支第61号 公共林災　林道小瀬ヶ洞線災害復旧工事
高山市朝日町
西洞地内

㈱アクト 5,331,700 令和3年2月18日 令和3年9月30日 令和3年9月8日 簡便型 土木系工事一般 72

02財契第A460号 02丹支第191号 103-36 都築農地　災害復旧工事
高山市丹生川町
法力地内

㈱嶋田建設 2,717,000 令和3年2月26日 令和4年3月18日 令和3年9月9日 小規模型 土木系工事一般 74

03財契第A106号 03水上第55号 市道平湯湯の里線配水管布設工事
高山市奥飛騨温泉郷
平湯地内

㈲大下設備工業 3,850,000 令和3年7月7日 令和3年8月31日 令和3年9月10日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A94号 03水上第50号 宇津江高区第3水源整備工事
高山市国府町
宇津江地内

㈱洞口設備工業 2,575,100 令和3年7月7日 令和3年8月31日 令和3年9月10日 小規模型 土木系工事一般 70

03財契第A351号 03建維第218号 公共道災　市道大島滝線災害復旧工事 高山市岩井町地内他 沢田建設工業㈱ 15,512,200 令和3年2月16日 令和3年8月31日 令和3年9月13日 簡便型 土木系工事一般 71

02財契第A428号 02林務第65号 公共林災　林道麻畑線災害復旧工事 高山市塩屋町地内 ㈱トータルワーク錦 7,628,500 令和3年3月9日 令和4年3月18日 令和3年9月13日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A32号 03飛観第 23号 飛騨高山スキー場　第1ペアリフト修繕工事 高山市岩井町地内 安全索道㈱ 2,673,000 令和3年7月1日 令和3年8月31日 令和3年9月13日 小規模型 営繕（建築及び設備）工事 73

02財契第A427号 02林務第68号 公共林災　林道中曽洞線災害復旧工事 高山市岩井町地内 ㈲中家組 7,197,300 令和3年3月9日 令和4年3月18日 令和3年9月13日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A 404号 02建維第 246号 公共道災　市道駄吉3号線災害復旧工事
高山市丹生川町
駄吉地内

㈱ワタセ 22,620,400 令和3年3月2日 令和3年11月30日 令和3年9月21日 簡便型 土木系工事一般 74

02財契第A 332号 02宮支第 71号 公共道災 市道クルミ谷・清水線災害復旧工事
高山市一之宮町
日影地内

㈲稲子土建 8,250,000 令和3年2月9日 令和3年9月30日 令和3年9月21日 簡便型 土木系工事一般 74

03財契第A28号 03宮支第25号 市道 御旅・水無線 舗装修繕工事
高山市一之宮町
山下上地内

㈲稲子土建 3,155,900 令和3年5月27日 令和3年9月30日 令和3年9月21日 小規模型 土木系工事一般 73

02財契第A395号 02農務第75号 103-4　橋戸農地他災害復旧工事 高山市滝町地内 ㈲岩滝建設 4,125,000 令和3年2月17日 令和3年12月17日 令和3年9月28日 小規模型 土木系工事一般 73

03財契第A 92号 03建維第 36号 市道昭和線舗装修繕工事
高山市昭和町
１丁目地内

飛高建設㈱ 2,154,900 令和3年7月12日 令和3年10月1日 令和3年9月30日 小規模型 土木系工事一般 75


